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韓国のコロナ対策～その後～
―感染第二波の防止と経済復興、市民社会の取り組み

:学校給食を中心に

報告者:姜 乃榮(カン ネヨン）
報告日:2020年7月7日

地域ファシリテータ(facilitator)
姜乃榮(カンネヨン)

<活動内容>
慶熙大学フマニタスカレッジ講師
ソウル市協治諮問団
ソウル市江南区1人世帯コミュニティセンター運営委員⾧
ソウル市江南区青年委員会副委員⾧
ソウル市江南区協治委員
ソウル市東大門区まち自治センター運営委員
ソウル市麻浦区まちづくり運営委員会委員
社)モシムとサリム研究所研究企画委員
社)キャンプ専門委員
社会的企業SNソフト社外理事

<著書>
2017年「地域共生社会の実現とインクルーシブ教育システム
の構築」共著
2017年｢躍動する韓国の生涯学習－市民・地域・学び」共著

自己紹介
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流れ

①コロナ（COVID19）対策は機能したか
-ムン・ジェイン政権の主要政策とソウル市政などポイント解説
②学校給食をめぐる日韓事情
-韓国の給食事情
③給食から見えてくるグリーンニューディール～ポストコロナ（COVID19）
-給食費無償化～これは普遍的福祉政策の象徴
-流通過程に生協関与
-「公共給食」
④韓国版グリーンニューディール

① コロナ（COVID19）対策は機能したか
-ムン・ジェイン政権の主要政策とソウル市
政などポイント解説
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*公共医療システムや医療保険制度の優秀性の確認(ムン・ジェインケア:コミュニティケア政策)
:開放的で透明な民主的なシステムの維持で克服中
→具体的:迅速に診断キット開発、迅速で効率的な検査で重症と軽症区分して治療、世界初の生活
治療センター運用、自己隔離の徹底、治療費用のほぼ無償、大邱(テグ)地域の封鎖しない

＊市民参加:防疫の対象ではなく主体として
ーマスク着用と社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)確保に積極的に参加
ー集会・行事・集まりキャンセル、在宅勤務・休業・休校守り
ー自発的秩序で買い占めない国
ー大邱地域への助け合い活動(医療、ボランティア)、光州市(病床提供)
ー大家のテナント家賃軽減、マスク工場にボランティア
ー自分の分のマスク譲り合い、マスク慈善鍋、
ー綿マスク100万枚手作りで脆弱階層に提供、防疫支援37万名のボランティア、2100億ウォン募金

⇒市民の危機状況に集中性と団結力✙政府の開放性と透明性と結合
＝コロナ19の克服力につながる
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慶尚北道50－80万

大邱広域市
50－90万

釜山広域市

江原道

蔚山広域市 10万

済州特別自治道

全羅南道
30～50万

光州広域市
30～100万

全羅北道

大田広域市
30～70万

忠清南道

京畿道
10万/50万

仁川広域市
20～50万

ソウル特別市
3０～50万

忠清北道 40～60万

慶尚南道 30～50万

単位:ウォン

財源:
災難管理基金

ムン・ジェイン政権の主要政策
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ビジョン

革新

社会
統合
強化

社会的
持続

可能性

革新能
力培養
と具現

所得不平等緩和のため所得保障制度改革
公正社会のため機会と権限の公平な配分
社会統合のため地域金甌発展推進

少子化・高齢化対応能動社会システム構築
社会サービスの公共性強化と仕事づくり
日常生活の安全保障と生命の尊重

人的資本のクリエイティブ性と多様性増進
成人期人的力量強化と人中心の仕事場革新
経済・仕事の好循環のため雇用安全網構築

包容国家3大ビジョン、9大戦略

戦 略

国民のライフ

老後

生涯
周期

休み

仕事

学び

ケア

所得

環境・安全 健康

居住・
地域

生活基盤

包容

出典:大統領直属政策企画委員会

ソウル市の主要政策
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ビジョン

主要政策

未来
特別市

: 時代と並んで市民と並んで未来を拓くソウル

共存
特別市

人間
特別市

安全
特別市

日常
特別市

民主主義
特別市1千万の市民に合わせ

た多様な政策で1千万
の夢がかなうソウルに

なる

出典:ソウル市ホームページ革新・協治

＠これからのソウル市の運営体系 : 
5名の副市⾧体制宣言(昨日7月6日、市⾧2周年記者懇談会)
*背景
-コロナ19の危機に世界標準国家になるための絶好の機会
-ポストコロナ時代に直面する気候変動と地域経済活性化、公共革新など
の推進
*職制(地方自治法改正案、国会に通過待ち)
-既存行政1副市⾧ = 市民生活副市⾧
-既存行政2副市⾧ = 都市安全副市⾧
-既存政務副市⾧ = 不平等解消特別委員⾧
-新設4副市⾧ = 民生経済特別委員⾧
-新設5副市⾧ = 気候生態特別委員⾧
*ポストコロナ企画委員会の新設
: コロナ19事態以後の新しい政策開発のため
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中央政権交代

革新自治体
の実験

市民参画
(革新・協治)

韓国で中央政府と自治体の
政策イニシアティブ

＊コロナ19経済・社会危機対応関連宗教・市民社会団体の記者会見
○ 日時 : 2020. 3. 31 (火) 13:00
○ 主催 :宗教系, 市民社会団体連帯会議, 参与連帯, 韓国進歩連帯、民主労総、YMCAなど市民社会
383団体連名

コロナ19による経済的、社会的危機状況の中で
383の宗教・市民社会団体は政府に対し7つの対策提案

1．経済的災難を受けた人や脆弱階層のための特別災難支援金の支援
2．社会的セイフティーネットを迅速に再整備
3．総雇用の維持
4．量的・質的公共保健医療の強化
5．気候変動の危機に根本的な省察と積極的な対策づくり
6．防疫対策が立てられない国がないように国境を越えて協力
7．克服するための市民連帯の必要(特定地域、宗教、人種、国籍などでの差別禁止)
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チャットン
(伺う洞住民センター)

＊ソウル市チャットン所属
訪問看護師・福祉プラナー総3,208名
コロナ19の予防に投入

―自治区別選別診療所、非常防疫コールセン
ター、保健所支援
―管内健康脆弱階層に毎日電話
―脆弱階層にマスクと手の洗浄剤支給
―敬老堂など高齢者集合施設で感染予防教育
―洞住民センター訪問者に感染予防案内

学校休校による学校給食問題への対応

① 政府と企業のコラボ ② 自治体企画 ③ 市民社会企画
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②学校給食をめぐる日韓事情
-韓国の給食事情

韓国の給食の歩み
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ー朝鮮初期:四学(朝鮮時代の教育機関)給食提供の記録
ー日本植民地時代
京成府(今のソウル) :小学校で欠食児童の給食や有償給食の記録
ー1946年 ソウル市で小学校の有償給食

<現代の給食>
ー1953年 カナダの援助でもらった粉牛乳を欠食児童に提供
ー1968年 学校給食モデル学校初実施
ー1978年 一律的なパンの供給をやめて、自主調理の給食制に転換
ー1981年 学校給食法の制定
ー1993年 小学校給食拡大
ー1996年 学校給食の提供者による委託給食制度の導入
ー1998年 高校の給食拡大
ー2000年 中学校給食の拡大

<給食運動開始>
2003年 全国の給食完了
2003年 「学校給食法の改正と条例制定のための国民運動本部」が無償給食を主張
2006年 学校給食法の改正 - 委託条項の削除(全国的な食中毒の問題で学校給食全面中断) 
2008年 BSE問題で登校拒否運動も

*学校給食現況:1日合計20,809校、約613万人を対象に食事を提供

③給食から見えてくるグリーンニューディー
ル～ポストコロナ（COVID19）

-給食費無償化～これは普遍的福祉政策の象徴
-流通過程に生協関与
-「公共給食」
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韓国の無償給食をめぐって

無償給食＝人権

根拠
1．憲法第31条3項に‘義務教育は無償にする’
2．普遍的福祉対象
：無償給食は義務教育の一部

無償給食 ⇒ 普遍給食または国民給食に
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無償給食の歩み

ー2003年「学校給食法の改正と条例制定のための国民運動本部」の無
償給食主張(住民発議参加者100万名以上)
ー2004年慶尚南道(キョンサンナムド)居昌郡(コチャングン)学校給食支援条例、
ー2007年自治体初めて実施、慶南の基礎自治体に広がる (保守系地域)
ー2010年民主党が地方選でベンチマークして公約、教育⾧選挙も公約
ー2011年ソウル市の住民投票:無償給食の支援範囲
ー2011年ソウル市市⾧選:親環境無償給食実施派の朴ウォンスン当選

＊地域別の特徴
1．江原道:全国初の幼稚園～高校まで
親環境無償給食実施
2．京畿道:全国最大規模の学生数と学
校保有、無償給食全面実施
3．慶尚南道:全国初実施、途中でホン・
ジュンピョ知事の拒否、市民運動で17ヶ月ぶ
りに実施
4．慶尚北道と大邱:2018年から小学校
すべて実施
5．ソウル市:2021年まで親環境無償給
食の全面実施と公共給食システムづくり

＊文政権のフードプランと結合

2016年度全国17の市道教育庁無償給食の現状/教育部

ソウル

光州

大邱

大田

京畿道

釜山

世宗

済州

慶南
全北 蔚山

江原

忠南

全南

忠北

仁川

慶北
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韓国のフードプラン

＊背景
ー輸入農食品急増に伴う国民の不安と食料安全保障の懸念、肥満などの食生活関連疾患
の増加など、さまざまな食べ物の問題
ー二極化などで食生活脆弱層の増加などにより、基本的人権として食べ物基本権（Righ
t to Food）保障の強化が必要
ー食生活の西洋化などに国産農産物の消費ベースの弱体化により、農業の持続可能性へ
の懸念の増大

＊歩み
ー2009年 国内の専門家と農業界で食べ物と関連した総合戦略策定の要求
ー2015年 都市食料政策ミラノ協定（51カ国117都市）締結、6大戦略37の課題提示
ーソウルフードマスタープラン2030(‘17年)、全州市(‘15年)、完州郡(‘17年)策定
ー文・ジェイン政府農政公約(’17年4月発表)と100大国政課題(’17年7月確定、国と地域
単位フードプラン策定を含む)

文政権のフードプラン

3大価値 : 食の保障(Food security)+持続可能な農業(生産)＋地域経済活性化(仕事)

＊食の保障:現在の国民と未来世代に健康と安全で環境に配慮した食べ物を持続的に供給することで
食糧安保、食の脆弱階層支援(福祉)、食育、環境保全、危機対応やリカバリー力などを包括する概念

生産 消費

持続可能性

地域社会(共同体)

生産資源(土地、水)の保全
農業(中小農、家族農)の保護
農村アメニティ資源の維持
農業の生活の質の改善
適正所得の保障

共同体性の回復
生産者と消費者の連帯
都市と農村の連帯
食べ物を通じた仕事づくり
生活の質の改善による地域消滅対応

食の脆弱階層支援
乳幼児、高齢者の栄養不均衡の解消
健康な食習慣の定着
健康な食べ物、健康な学校
食の定義を実現



2020/7/7

フードプランの実施現況

区分 現況

親環境農業
農産物 57,261農家

(450,886トン)

畜産物 6,125農家
(956,222トン)

集団給食所食品販売業 7,824社
学校給食電子調達システム
(eaT)登録業者 4,004社

学校給食関連産業現況(2018年)
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ソウル市の都農共生の公共給食
:ソウル市自治区と農村自治体がそれぞれ提携し、
新鮮で安全な食材を保育園、地域児童センター、
福祉施設などの公共給食施設に直接取引で提供す
る事業

＊目的
ー消費者:健康で安全な食べ物と出会い
ー生産者:持続可能な農業と適正価格の保証
ー都市と農村が一緒に共存の関係を結び’
ーソウル市民の食の基本権実現

④韓国版グリーンニューディール
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ディジタルニューディール
2兆7千億ウォン
22年まで13.4兆ウォン投資

韓国版ニューディール 25の課題、5.1兆ウォン

’22年まで31.3兆ウォン投資
Ｄ

グリーンニューディール
1兆4千億ウォン
’22年まで12.9兆ウォン投資

1．D.N.A. 生態系強化
1兆3千億ウォン

出典:企画財政部 ホームページ

2．ディジタル包容・安全網構築
1千4百億ウォン
3．非対面産業育成
7千5百億ウォン
4．SOCディジタル化
4千8百億ウォン

1．都市・空間・生活インフラ緑転換
3千7百億ウォン
2．緑産業の革新生態系
4千8百億ウォン
3．低炭素分散型エネルギー拡散
5千8百億ウォン雇用安全網強化 1兆ウォン

全国民対象の雇用安全網の構築
雇用保険隙間層に生活や雇用安定支援

産業安全および勤務環境の革新
雇用市場の新規進入および転換支援


